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取扱い説明書
VZ-8light44
VZ-8light

詳細については弊社のホームページをご覧ください。
www.wolfvision.com/support

クイックセットアップガイドｰ第１ステップ
スタート前の準備
電源アダプターとモニター又はプロジェクターを接続して下さい。
アームを引き上げてカメラを下のワーキングプレートに向けて下さい。

電源キー

F

電源キーを押してビジュアライザーをスタートして下さい。

基本メニュー設定
初めてビジュアライザーを起動する際、クイックセットアップガイドが自動的にスクリーン上に現れ
るように設定されています。( HDMI 、 RGB 出力時) 矢印キーでメニューを操作して下さい。
言語設定
オンスクリーンメニューで.希望言語を選択してください。
イーサネット設定
DHCPサーバーまたはマニュアルでIPアドレス, サブネットマスクおよびゲートウェイの設定が可能で
す。
時間設定
ビジュアライザーの内蔵時計または外部のタイムサーバーにより設定できます。
(有効期限のタイムサーバー、 IPアドレス、内部接続が必要です ).
より詳細は www.wolfvision.com または付属のCD-ROMをご覧ください。.
www.wolfvision.com

安全に関する注意事項
注意!
製品内部は高電圧のため
感電する恐れがあります

●本機を使用する時はステッカーの指示通りに必ず正しい電圧でご使用下さい。
●本機が高い熱や湿気などにさらされないように気をつけて下さい。
●本機のミラーアーム部分を持って運ばないようにご注意下さい。
●アームを手で押したり引っ張ったりしないで下さい。
●本機に過度の衝撃を与えないようにご注意下さい。
●本機の下部にある通風孔を通して、本体が十分に冷却されるようにして下さい。
●何らかの異常（雑音、臭い、煙など）がある場合は直ちに電源ケーブルを抜き、ビジュアライ
ザーの取扱店までご連絡下さい。
●破損した電源ケーブルや電源は、ショートや感電の原因になるので使用しないで下さい。
●危険を避けるため、ビジュアライザーを改造したり、カバーパネルが所定の位置にしっかり固定
されていない状態で操作しないで下さい。
●本機が水、金属あるいは引火性の物質に触れないようにご注意下さい。
●本機を設置する場合、強い磁気や電流が流れている場所を避けて下さい。また、放射性物質のあ
る環境も避けて下さい。放射性物質はモニター画像の歪みの原因になり、カメラのイメージセン
サーにもダメージを与えます。
●ぬれた手で電源ソケットからプラグを抜かないで下さい。
●本機を長時間使用しない場合は、電源ケーブルを抜いておいて下さい。
●外部電源はCSA、CSA22.2-60950によるUL、UL1950に認可されています。出力はLPS(有限電
源)レートに限ります。

EN62471に基づくLEDライト に関する注意:
LED照明-LEDビームを凝視しないで下さい！
LED照明を改造しないで下さい。
LEDビームを光学機器を使って見ないで下さい。
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承認
機器上のマーク:

C

Tested to complywith
FCC standards for
home or office use

US
L I ST E D

9902476

FCC 規則:
本製品は FCC（米国連邦通信委員会）規則15項に適合しています。 操作は、次の条件に従います。
(1) 本機は有害な電波障害を発生しない。
(2) 本機は、望ましくない動作を生じる電波障害を含むあらゆる電波障害を受けつけるもの
でなければならない。
注意:
本製品はFCC（米国連邦通信委員会）規則15項に定められた規制に基づいて所定の試験が 実施され、
これに 適合するものと認定されているデジタル機器です。
ユーザーに対する注意:
インテンショナルラジエータあるいはアンインテンショナルラジエータの取扱説明書は、遵守責任のあ
る団体の許可なく本製品に変更や修正を加えた場合には、ユーザーに提供されている本製品の使用権が
無効になることがあると警告しています。
本製品は
本製品は
本製品は
本製品は

EMC指令と電気機器指令に適合しています。
UL 60950. CSA 22.22-60950規格に基づいた試験・評価を実施、認定取得
CB-Scheme認証に基づいた試験・評価を実施、認定取得
PCT-Scheme認証に基づいた試験・評価を実施、認定取得

特許番号
US 7035011
KR 0576806
RU 2265284

TW I 226969
など

著作権情報
すべての著作権はWolfVision社にあります。
WolfVision、Wofu Vision および沃福視汛は、WolfVision Holding AG, Austria の登録商標です。
WolfVisionの書面による事前の許可なしには、いかなる方法においてもこの取扱説明書の複写、複製、
転載を禁じます。購買者の保管（バックアップ）目的のみ許可されています。
WolfVision 社は、改善のため製品仕様を予告なく変更する権利を有します。
本書の内容は予告なく変更されることがあります。
免責事項：
WolfVision 社は、技術上または編集上の不完全な記載または誤植についての責任を負いかねますので
ご了承ください。
本製品は EU/オーストリア製です。
2012年12月
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ビジュアライザーの構造
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盗難防止装置 (底面裏、17ページ参照)
ワーキングプレート （6ページ参照）
ライト(Light)キー （5ページ参照）
電源（Power）キー 及び電源表示LED （5ページ参照）
コネクター （外部接続端子） （ワーキングプレート背面、次ページ参照）
クローズアップレンズ （7ページ参照）
ライト
ズームハンドル （5ページ参照）
カメラ操作キー （5ページ参照）
アーム上下用タグ （6ページ参照）
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接続端子（#7）
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Kensington lock用スロット （17ページ参照）
HDMI出力端子 （12ページ参照）
RGB出力端子（15ピン）（12ページ参照）
HDMI入力 外部HDMI信号用 （13ページ参照）
USBポート・クライアント （外部ストレージ等の周辺機器へ）（16ページ参照）
USBポート・ホスト （コンピュータへ）（10ページ参照）
電源入力端子12V
LANポート 10/100 TBase, PoE+ 機能付属 （11ページ参照）
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ビジュアライザーのキー
ヴォルフビジョン社のポータブル・デスクトップ・ビジュアライザーの大きな特徴のひとつは最も必要な
キーをユニット上に揃えていることです。そのため、どなたでも説明書なしで使用することができます。
経験者の方はビジュアライザーのリモートコントローラで、より多くの機能がご使用になれます。リモー
トコントローラーの大部分の機能はカメラヘッドのキーを通してもコントロールすることができます。

本体
#4

#3
WHITE

カメラヘッド
標準モード

#8
#20
FREEZE

#3 LIGHTキー
トップライトのON/OFFを行います。 LIGHTキーは2秒タッチすると
ワンプッシュ・ホワイトバランスキ―として作動します。
（9ページ参照）
#4 POWERキー
本体の電源のON/OFFを行います。電源を入れるとパワーオン・
プリセットが自動的に作動します。
#8 ズームハンドル
ズームハンドルを下方に回すとズームイン（TELE）し、上方に回すと
ズームアウト（WIDE）します。ズームハンドルを回す程度に応じて、
ズーム調整のスピードも速くなります。 ズームハンドルを使用すると
オートアイリスも作動します。

PRESET

FOCUS-

FOCUS+

#21
#22
#22

AF

EXTERN

#23
#24

MENU

メニューモード

#8
#20
#21
#22
#22
#23

#20 PRESETキー/ メニュー：選択キー（右移動）
現在の設定状況をプリセットするにはPRESETキーを2秒以上押し続け
ます。 プリセット状況を呼び出すにはPRESETキーを素早く1回押し
ます。（8ページ参照）
オンスクリーン・メニューが表示されて
いるときは選択キーとして使用されます。（14ページ参照）
#21 FREEZEキー/ メニュー：選択キー（左移動）
現在撮影されている映像を静止させます。 フリーズモードが作動して
いるときはフリーズライトが点灯します。
オンスクリーン・メニューが表示されているときは、このキーは選択
キーとして使用されます。（14ページ参照）
#22 マニュアル FOCUS -/+ / メニュー：移動キー（上下移動）
マニュアルフォーカスを押すとオートフォーカス機能は解除されます。
AFキーを押すとオートフォーカス機能が復帰します。（8ページ参照）
オンスクリーン・メニュー表示されているときは、このキーは移動
キーとして使用されます。（14ページ参照）
#23 AUTO FOCUS (AF)キー
/ メニュー：ヘルプキー
オートフォーカスのON/OFFの切り替えを行います。AFライトは
オートフォーカス作動時に点灯します。（8ページ参照）
オンスクリーン・メニュー表示されているときにはこのキーはヘルプ
キーとして使用されます。 このキーを2秒間押し続けると選択されて
いる項目をディフォルト設定にリセットできます。（14ページ参照）

?

#24
MENU

#24 EXTERNキー / MENUキー
ビジュアライザーの映像と外部からの入力映像との切り替えを行い
ます。（詳細は13ページ参照）
EXTERNライトは、外部からの入力映像が表示されている時に点灯
します。 2秒間押し続けるとオンスクリーンメニューが表示されます。
（14ページ参照）
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ビジュアライザーのセットアップ
1．電源アダプターを電源入力端子(#17)に接続します。

なお、PoE+ も使用できます。 （11ページ参照）
2．ディスプレー機器（プロジェクター、モニター、ビデオ会議

システム等）をビジュアライザーの適切な出力端子
（#12, #13, #16, #18）に接続します。
重要： RGB と HDMI出力の正しい解像度の選択については、
14ページの詳細説明を参照してください。
3．引き手部分（#10）を持ってアームを引き上げてください。
4．カメラヘッドを被写体の方向に向けてセットして下さい。

（ライトは回転しません）
5．POWERキーを押してビジュアライザーの電源を入れます。
重要： アームを折り畳むときはタグ(引き手部分；#10) のみ
を引いて畳んでください。

パワーオン・プリセット
本体に電源が入ると、自動的にパワーオンプリセットが作動します。セッティングはズー
ムが中間地点（画像幅が約14cm）、オートフォーカスとオートアイリスが作動する設定と
なっています。電源表示LEDが緑に点灯し続ける状態になると、ビジュアライザーが使用
可能であることを示します。電源が投入されたとき又はPOWERキーが押されたときの動作
についてはオンスクリーンメニューで変更することができます。（14ページ参照）
ワーキングプレート
ビ ジ ュ ア ラ イ ザ ー の ワ ー キ ン グ プ レ ー ト (#2)は 特 殊 な ク リ ス タ ル ホ ワ イ ト を 採 用
し、透過原稿（トランスペアレンシー）を完璧に再現するよう設計されています。
次のような場合は、オプションのライトボックスのご使用をお薦めいたします。
非常に暗い色の透過原稿
透過原稿の表面が波打っていて反射を引き起こす。
室内照明が透過原稿上で反射する。
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ワーキングプレート上の撮影範囲
反射の解消
写真などの光沢のある被写体の場合、光の反射を防ぐため、被写体を動かし
て被写体が撮影範囲の中心にくるようにカメラヘッドを回転させ反射を防ぐ
ことが可能です。 ワーキングプレートは光の反射を防ぐため特別にカーブ
した設計となっています。なお、通常の室内照明でも反射が発生することが
ありますのでご注意ください。

ワーキングプレート外の撮影範囲
クローズアップアダプターレンズ
ワーキングプレート外にある被写体を撮影する場合は、クローズアップレンズ(#6)を跳ね上げてくだ
さい。 クローズアップレンズをカメラヘッドから取り外すことはできないためレンズをなくすことは
ありません。 ワーキングプレート上で再び撮影するときはクローズアップレンズを元の場所へ戻して
ください。カメラは220度まで回転することができます。（120度は手前へ、前方へ100度）

カメラアームを下方へ向ける
ビジュアライザーのカメラアームを下方へ動かせば、ワーキング
プレートの外に照明をあてて撮影することができます。

∞
∞

イメージフリップ
カメラヘッドを回してビジュアライザーの前方（発言者方向）に
向けると画像は自動的に180度回転します（「イメージフリップ」）。
この機能は、発言者の顔やビジュアライザーの後方の壁にある
被写体を撮影する際にたいへん便利です。
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フォーカス／オートフォーカス
何も書かれていないペーパーなどコントラストの低い被写体はフォーカス調整が難しくなります。オー
トフォーカスが作動しない場合は、被写体を少しだけ動かしてください。
特殊な使い方の場合、On/Offスイッチ(#23）を使ってオートフォーカスを解除することが
できます。マニュアルフォーカス(#22）を使用した時にもオートフォーカスが解除されます。

光学ズーム／デジタルズーム
ビジュアライザーは光学14倍ズーム、デジタルズーム2倍であわせて28倍ズームを備えています。
デジタルズームを使用しない場合のワーキングプレート上での最小撮影範囲は29mm x 16mmです。
さらにズームするとズームするとデジタルズームが自動的に作動し15x8mmの最小範囲まで撮影可能で
す。ディフォルトではデジタルズームが作動する前にズームが一度止まりスクリーンにデジタルズーム
が作動開始するとのメッセージが表示されます。
画像のアスペクト比は出力に選択する解像度によって変わります。デジタルズーム領域内のビジュアラ
イザーの動作はオンスクリーンメニューで変更できます。（１4ページ参照）

オートアイリス (Exposure; 絞り）
ビジュアライザーにはオートアイリスが備えられており、撮影映像の明るさを自動的に調整します。
標準のオートアイリスレベル（画像の明るさ）はオンスクリーンメニューで設定することができます。
アイリスのピックアップエリアが明る場合、オンスクリーンメニューで設定されたバックライト補正機
能が動作します。（１4ページおよびオンスクリーンメニュー参照）

プリセット機能
ビジュアライザーは現在の設定をプリセットとして保存でき、リモコン上の個々のPRESET キー
(#20)で、それぞれの設定を呼び出すことができます。
PRESETキーに設定を保存するには、それぞれの機能を必要に応じて調整したのち、リモコンの任意の
PRESETキーを２秒間以上押し続けます。 プリセットが保存されるとスクリーン上にメッセージが表示
されます。上記の方法で、ズーム、フォーカス、アイリス等の現在の設定がすべてプリセットとして
保存されます。 これとは別に「ネガ・ポジ反転」「ネガ・ブルー反転」「白黒」「ホワイトバランス」
「フリーズ」「ライトON/OFF」といった特定の機能をオンスクリーンメニューでプリセットキーに
予め設定することが可能です。（１4ページ参照）
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重

ホワイトバランス調整重要

要

正しい色を再現するには、正確なホワイトバランス調整が重要となります。ライトの状態が変わる度に
ビジュアライザーは最適な色の再現のため、カメラのホワイトバランスを調整しなければなりません。
ライトの状態（色温度）は、例えばビジュアライザー本体のライトから外付けのライトボックス（底面の
照明）に変わったときや室内のライトがオン／オフしたときなどで変化します。
ビジュアライザーは「Auto Tracking （自動調整モード）」に標準設定されていますので、このモードで
はホワイトバランスは常に自動調整されるようになっています。
正確なホワイトバランス調整のためには、映像の１０％以上が白である必要があります。より精密なホワ
イトバランスを調整するには、「ワンプッシュ」ホワイトバランス機能を使用します。
この場合、LIGHTキー(#4)を２秒間押し続けます。ホワイトバランスが記憶されるとスクリーン上に
メッセージが表示されます。「ワンプッシュ」ホワイトバランスに設定されると、「Auto Tracking」
モードは自動的に解除されます。（本体の電源を切り、再び電源を入れると「Auto Tracking」モードに
戻ります。
通常、ホワイトバランスのマニュアル調整は必要ありませんが、スクリーン上の映像の色が実際と違って
見える場合、マニュアル（ワンプッシュ）で調整してください。

ワンプッシュホワイトバランスを行うためのヒント
トップライト使用時：
撮影した映像のすべてが白くなるまで白い被写体（例：白い紙など）にズームしてからLIGHTキーを２秒
間押し続けます。
ライトボックス（オプション）上の透明被写体：
ビジュアライザーのライトをOFFにして、ライトボックス（オプション）をONにします。
イトボックスに何も載せないでモニター映像が白だけになるように最小撮影サイズまでズームします。
そしてLIGHTキーを２秒間押し続けます。
ライトボックス（オプション）上のX線フィルム：
ビジュアライザーのライトをOFFにして、ライトボックス（オプション）を点灯させます。
X線フィルムをライトボックスに載せてX線フィルムの全体が撮影できるまでズームアウトし２秒間
LIGHTキーを押します。
注意事項:
誤った色はプロジェクターまたはモニターの間違った色の設定によることがあります。最初にビジュア
ライザーのホワイトバランスの調整をすることをお勧めします。もし、その結果がまだ満足できないもの
であれば、プレジェクターまたはモニターをチェックしてください。
上級ユーザー向け：
「Auto Tracking」「One Push」「Manual」ホワイトバランスの各モードは、オンスクリーンメニュー
で切り替えることができます。(１4ページ参照) ライトボックスを使用してネガ透過原稿を撮影する
場合は、ネガフィルムの空欄部分（映像の黒い部分）でホワイトバランスを調整してください。
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USBポート (コンピュータへ）
ビジュアライザーのUSB出力端子(#16)は、ビジュアライザーとコンピュータの間の直接の接続に使用で
きます。このようにしてビジュアライザーをコンピューターから制御したり、立体物スキャナーとして使
用することができます。JPG,TIF,BMP のフォーマットの画像を、デスクトップのスキャナーよりずっと速
く瞬時に取り込めます。ヴォルフビジョンのUSB Software (Connectivity Software) はWindows2000,
XP, Vista, ７ (32 及び64ビット）、そしてApple Macintoshで動作し、Twain/WIA とも完全互換があり
ます。これはPhotoshopのような一般的なグラフィックソフトと共にビジュアライザーを使用したり、
インタラクティブホワイトボード／デジタルボードに接続したりする際に非常に重要になります。ヴォル
フビジョンのビジュアライザーは高速のUSB2.0ポートを搭載しているので、ライブ動画を出力することが
できます。ヴォルフビジョンのWolfvision Connectivity Softwareは、ビデオキャプチャードライバを搭
載しています。そしてAVIファイル形式で保存することが可能です。最近のビデオ編集ソフトならどれを
使用しても、ビジュアライザーのライブ画像をコンピュータ上で再生／保存することができます。
最新のWolfvision Connectivity Softwareをダウンロードしてください。
www.wolfvision.com/support
JPG 又はTIFF フォーマットを用いた場合、Wolfvision Connectivity Software で収録される画像はEXIF
dataを含みます。下記データが含まれています：
Manufacturer = Wolfvision
Visualizer model (inclusive serial number) = i.e. VZ-8light4 (01041472)
Firmware version = i.e. V1.00c
Date and time of create = i.e.2012-10-01 11:06:29 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
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イーサネット／LANポート

10Base-T/100Base-TX

LAN接続端子(#18)は構内のコンピューターネットワーク経由でビジュアライザーを制御するために
使用し、画像転送、ファームウエアのアップデート、ディスプレーステータス情報の表示、通知用の
電子メールを送信可能です。(WAN) IPアドレスが設定されれば、インターネット経由で使用することが
できます。多数のビジュアライザーを管理する場合は、LANポートを使って手元のデスクトップコンピ
ュータから全てのビジュアライザーを制御、サポート、アップデートすることができます。ビジュアラ
イザーのLANポートを使って出来るアプリケーションは絶えず増えています。 静止画の取込み、ライブ
動画を見ること、ファームウェア更新、調整、メニュー設定、メンテナンスなどが可能です。
サポートしているプロトコルはTCP/IP,IGMP,UDP,ARPです。サポートしている（テスト済み）のインタ
ーネットブラウザはInternetExplorer, Netscape Navigator, Mozilla/Firefoxです。デフォルトでは、
設定を自動的に受け入れるようDHCPに設定されています。画像転送時の解像度はFull HD (1080p)まで
となります。
許可されていない人がネットワーク経由でビジュアライザーへログインする事を防止するために、管理
者とユーザーのパスワードを設定することが出来ます。パスワードをLAN経由で送る場合はMd5で暗号
化します。
ライブ画像のストリーミングは TCP Singlecast modeで可能です。
（技術的背景：TCP Singlecastモードではそれぞれのコンピュータがビジュアライザーに個別の接続を
設定しますので、クライアント数が増えると、多くの帯域幅が必要になります。
(最大64クライアント可能）
「ビルトインウエブサーバー」の詳細についてはホームページwww.wolfvision.co.jpをご覧ください。
すべての機能動作にはJAVA バージョン7 またはそれ以降が必要です。
すべての機能動作に必要なポートは次の通りです： 50915,50913,8800及び8801（デフォルト）

Power over Ethernet plus (PoE+)
ビジュアライザーのLANポート(#18)はPower over Ethernet plus (PoE+) の機能を持っています。
Power over Ethernet の利点はケーブルが不要で設置工事が簡単なことです。ビジュアライザーは
PoE+ パワー・インジェクター又はPoE+ スイッチ(IEEE802.3atTM-2009標準) と互換性があります。
電圧(36Vから57Vの間) はCAT-5 或いはこれ以上のイーサネットケーブルで供給され、ビジュアライザ
ーはイーサネット/LAN ケーブル経由で電力を受けます。
PoE+ アダプターを選ぶ時、IEEE802.3atTM-2009標準に準拠している事を確かめて下さい。 この標
準が制定される前は、互換性の無い数多くのPoEが市販されていました。 これらの中にはビジュアラ
イザーと接続できないばかりか故障の原因となるものもあります！ 「パワー分類」は”High power
Class 4 (12,95から25,50ワット)です。
PoEの詳しい情報についてはwww.wolfvision.com/wolf/thirdparty.htmlをご覧ください。
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HDMI/RGB出力
HDMI
-

とRGB出力(#12, #13)は以下の信号フォーマットで出力可能です
SVGA
(4:3 - 800 X 600 pixels)@60Hz
XGA
(4:3 – 1024 x 768 pixels) @60Hz
SXGA
(5:4 – 1280 x 1024 pixels) @60Hz
UXGA
(4:3 – 1600 x 1200 pixels) @ 60Hz
720p
(16:9 ワイドスクリーン HD – 1280 x 720 pixels) @60Hz
1080p
(16:9 ワイドスクリーン HD – 1920 x 1080 pixels) @60Hz
WXGA*
(16:10 ワイドスクリーン – 1280 x 800 pixels) @60Hz
WUXGA (16:10 ワイドスクリーン – 1920 x 1200 pixels) @60Hz

ネイティブ画像

初期値は「自動解像度認識」モードに設定されています。このモードでは、どの機器がHDMI出力端子 (#12) とRGB
(#13)に接続されているかをビジュアライザーが継続的に認識し、接続されている各装置に合う最適な出力モードを自動
的に設定します。接続されている機器またはケーブルが”Plug and Play （プラグアンドプレイ）”に対応していない場合
には、ビジュアライザーが可能な解像度を見つけることができないので注意してください。ビジュアライザーが可能な
解像度を見つけることができない場合には、デフォルトのXGA/60Hzに設定されます。（* プラグアンドプレイ対応
ケーブルは両端の接続部が１５ピンコネクターになっており、すべてのピンが接続されています）「自動解像度認識」
機能を使用しない場合は、出力モードをオンスクリーンメニューの中で手動で選択できます。（１4ページ参照）
最高の画質を得るには、使用するディスプレー（LCDまたはDLPプロジェクターやモニター等）のネイティブ解像度に
合った出力モードにビジュアライザーを設定してください。
重要： ここでいうプロジェクターまたはモニターのネイティブ解像度とは、（圧縮モードで）表示できる最高の解像度で
はなく、プロジェクターまたはモニターのプロジェクターのネイティブな解像度のことです。 ネイティブな解像度とは
モニターに内蔵されているLCDディスプレーあるいはプロジェクターやモニターのDLPチップの実際のピクセル数のこと
です。大抵のLCD あるいはDLP プロジェクターはネイティブ解像度以上の解像度を表示することができますが、圧縮
モードとなり画質が劣ります。ビジュアライザーの出力モードは、使用するディスプレー機器のネイティブ解像度よりも
高く設定しないでください。接続機器の取扱説明書に従ってください。
アスペクト比がビジュアライザー又はディスプレーのネイティブ解像度にマッチしない場合、ディスプレーの上端と下端
が帯状に黒く表示されます。 ディスプレーの中には黒い帯を最小にするため画像をズームする機能を持っているものが
あります。接続機器の取扱説明書に従ってください。

HDMI ポート#12
19

1

18

2

19-pin HDMI
connector female
(front side, unit)

1
2
3
4
5
6
7

- T.M.D.S. Data2+
- T.M.D.S. Data2 Shield
- T.M.D.S. Data2- T.M.D.S. Data1+
- T.M.D.S. Data1 Shield
- T.M.D.S. Data1- T.M.D.S. Data0+

8
9
10
11
12
13
14

- T.M.D.S. Data0 Shield
- T.M.D.S. Data0- T.M.D.S. Clock+
- T.M.D.S. Clock Shield
- T.M.D.S. Clock
- Reserved
- Reserved

15 - SCL (I²C Serial Data Line for DDC)
16 - SDA (I²C Data Line for DDC)
17 - DDC Ground
18 - DC+5V (max. 50mA)
19 - Hot Plug detect

CEC (Consumer Electronic Control), ARC (Audio Return Channel), HEC (HDMI Ethernet Channel)は
サポートしていません。

RGB ポート#13
5

15

1

11

1
2
3
4
5

- Analog Red video
- Analog Green video
- Analog Blue video
- N/C Not connected
- GND Ground

15-pin D-Sub HD
connector female
(front side, unit)
12

6
7
8
9
10

- Red return
- Green return
- Blue return
- DC+5V max. 50mA)
- GND (VSync, DDC)

11 - N/C Not connected
12 - SDA I²C data
13 - HSync Horizontal sync
14 - VSync Vertical sync
15 - SCL I²C clock

HDMI入力 - 外部入力
19

18

1

2

19-pin HDMI
connector female
(front side, unit)

1
2
3
4
5
6
7

- T.M.D.S. Data2+
- T.M.D.S. Data2 Shield
- T.M.D.S. Data2- T.M.D.S. Data1+
- T.M.D.S. Data1 Shield
- T.M.D.S. Data1- T.M.D.S. Data0+

8
9
10
11
12
13
14

- T.M.D.S. Data0 Shield
- T.M.D.S. Data0- T.M.D.S. Clock+
- T.M.D.S. Clock Shield
- T.M.D.S. Clock
- Reserved
- Reserved

15 - SCL (I²C Serial Data Line for DDC)
16 - SDA (I²C Data Line for DDC)
17 - DDC Ground
18 - DC+5V (max. 50mA)
19 - Hot Plug detect

CEC (Consumer Electronic Control), ARC (Audio Return Channel), HEC (HDMI Ethernet
Channel)はサポートしていません。
コンピュータはビジュアライザーのHDMI入力端子(#14)に接続してください。
EXTERNキー(#24)を押すことにより、ビジュアライザーは外部入力の信号を画面に表示します。
ビジュアライザー上のライブ画像に戻るにはカメラヘッドのEXTERNキー(#24)を使って下さい。
ビジュアライザーの映像と外部入力の映像を切り替えることができます。
ビジュアライザーにはD/Aコンバーターが内蔵されているのでコンピュータからアナログRGBで
入ってきた信号をデジタル化し、選択した信号形式でRGB,DVI端子から出力することができます。
好ましい解像度： 1080p (1920 x 1080 @60Hz)
入力可能な信号： VGA (640 x 480 @60Hz) から WUXGA (1920 x 1200 @60Hz) まで、その間の
幾つかの解像度とリフレッシュレートを含む
次のデータが提供されます：
Plug & Play Monitor VERSA DDC
Monitor name: “WolfVision”
Video Input Definition: digital signalデジタル信号
Vertical range limits:50Hz - 60Hz
Horizontal range limits:20kHz – 75kHz
Maximum pixel clock: 170MHz
Gamma: 2.2
Preferred resolution(好ましい解像度): 1080p (1920 x 1080) @60Hz

HDMI コンテンツ保護HDCP
ビジュアライザーはHDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)をサポートしていません。
HDMI 入力の暗号化された信号はブロックされ、ビジュアライザーは黒い画像を出力するだけになり
ます。
HDCP独自の技術はハリウッドのHD映画やペイ・パー・ビュー伝送のような保護されたコンテントに
使用されており、保護されていないコンテントには影響しません。 セキュリティー・システムをバイ
パスする事は法律上認められません。
著作権の所有者はDigital Millennium Copyright Act (DCMA)です。
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以下の項目は、上級ユーザ向けです。

オンスクリーンメニュー／オンスクリーンヘルプ
通常の使用においては、メニュー機能の使用や設定変更は必要ありません。操作に慣れるまでは、
ここで紹介する操作は行わないでください。
オンスクリーンメニューに入るにはMENUキー(#24又はメニューが表示されるまで押し続ける)を
押してください。
ビジュアライザーと内蔵カメラの基本設定は、カメラヘッドにあるナビゲーションキー
(#20,#21,#22)を使って行うことができます。
オンスクリーンメニューの内容についてより詳細な情報が必要な場合は、該当する行にカーソルを
合わせてHELP/?キー(#23)を押してください。その項目に関する詳細な説明がスクリーンに表示
されます。
MENUキーを４秒間押すとExtra Menuが表示されます。工場出荷時のセッティング（Factory Reset）
を呼び出す場合、解像度やIPアドレスを含めた全てのセッティングをデフォルトに戻します。
ヘルプメニューはビジュアライザーのソフトウエア(ファームウエア)と連動しているので、オンスクリ
ーンメニューの機能についての詳細は本取扱説明書に記載しておりません。画面でご確認いただける
情報は、その時点での最新のビジュアライザーのファームウエアの内容です。

露出の設定
露出の設定は画像の輝度、例えば、ゲイン、シャッター、開き、画像輝度、バックライト補正などに
影響します。

色設定の変更
色の設定によってカメラの色の再現、例えば、ホワイトバランスセッティング、カラ―モード、
Positive/Negative 等に影響します。スクリーン上の画像が明るすぎたり暗すぎた場合や彩度が適切で
なければ、オンスクリーンメニューの”Color Settings”でカラー モードを変更することができます。
手書きの文字をより読み取り易くするために、画像をブルーに変換することができます。

出力の設定
Detail Settings (シャープさ）の変更と出力解像度を変更することができます。“Resolution Test”
機能を使って、選択した解像度に一時的に１０秒間変更することができます。こうすることで、接続
したディスプレイ装置の適合性が簡単にチェックできます。

プリセット設定
オンスクリーンメニューの「Preset Settings」の中で、”Negative/Blue”,”Black/White”,”Light”など
PRESETキーに割り当てることができます。 加えて、デフォルト設定を呼び出すことができます。

アドバンス設定
このメニューで電源投入時の動作、デジタルズーム、オンスクリーンメニューが変更できます。
イーサネット（LAN),日付・時間、USBスティックの設定がこのメニューに含まれています。
パワー・ダウンモードを”ECO”又は“DEEP”に変更してスタンドバイ時の消費電力を節約することが
できます。

デフォルトメニュー設定のリセット
画像を左右する設定はすべて工場出荷時の状態に戻すことができます。 他の機器との通信に影響
するセッティング、例えばネットワークセッティングや解像度などは変更できません。オンスクリーン
メニューの中の”Recall Factory Settings”を実行することにより工場出荷状態になります。
“Device Info”ページを開けると現在搭載されているファームウェア・バージョン等、ビジュアライザ
ーの詳細を見る事が出来ます。特定の一項目をリセットしたいのであればその項目を選んだ状態で
２秒間HELPキー(#23)を押してください。
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外形寸法図

561mm
[22.08"]

動作時:

408mm
[16.06"]

312mm
[12.28"]

137mm
[5.39"]

閉時:

408mm
[16.06"]

312mm
[12.28"]
技術仕様は予告なく変更になる場合があります。
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メンテナンス
クリーニング
本体：
柔らかい布などでそっと拭いて汚れを落としてください。
レンズ： 糸くずの発生しない柔らかい布（ティッシュペーパーは使用しないでください。）でやさし
く拭いて汚れを落としてください。軽く息を吹きかけてレンズを湿らせてから、柔らかい布
で拭き取ります。もしくは専用のクリーナーを使用し、それ以外は使用しないでください。
警告：

けっしてアセトンやベンジンなどの強力なクリーナーは使用しないでください。
表面を傷めたり、反射防止コーティングが損なわれます。

ファームウエアのアップグレード
ビジュアライザーのソフトウエアー（ファームウエア）は簡単に最新バージョンにアップグレードできま
す。ファームウエアのアップグレードにはUSB,LANまたはUSBスティック経由で行います。最新のファ
ームウエアはwww.wolfvision.co.jp/supportから無償でダウンロードできます。
USBスティック経由でアップデートを行うにはFAT16又はFAT32のフォーマットが必要です。
また、ルートにファームウェアの入ったVZというフォルダーが必要です。
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盗難防止装置１：Tバーロック
ビジュアライザーは、盗難防止対策としてセキュリティケーブルTバーロック(Kensington Lock)で固定
することができます。ケーブルロックの説明書に従ってください。

ロック用スロット

盗難防止装置２：作業台固定用ボルト

テーブル
(断面図)

ワッシャー 6.4/17x3
ワッシャー 6.4/12x1.6
ネジ M6x35 or
ネジ M6x50

ビジュアライザーを付属の固定ボルトで作業台に固定すれば、盗難
の心配はありません。
ネジ山は8mmです。これより大きいものを使用しないでください。

156
[6 1/8"]

M6

115
[4 1/2"]

付属アクセサリー:
ソケット用ヘッドキャップレンチ 5mm (101684)
ネジDIN 912, M6x35 Zn
(101689)
ネジDIN 912, M6x50 Zn
(101690)
ワッシャーDIN 125A 6.4/12x1.6
(101691)
ワッシャーDIN 7349 6.4/17x3
(101692)
組立マニュアルVZ-84
(107799)

デザイン及び仕様については予告なく変更になる場合があります。
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技術仕様
内蔵カメラ
フレームレート

1-CMOS 1/3" プログレッシブスキャンカメラ
30フレーム

有効画素数
総画素数
毎秒画素処理数
色再現性/色精度
ネイティブ出力信号
ネイティブ/変換された出力信号 4：3および5：4
ネイティブ/変換された出力信号 16：9および16:10
解像度（測定値）
明るさ調整、絞り
ホワイトバランス調整
オートフォーカス(速度) / マニュアルフォーカス
オンスクリーンメニュー/ヘルプ
ファームウエアアップデート方法
レンズ / ズーム
ワーキングプレート上の最大被写体高
ワーキングプレート上の最大撮影範囲
ワーキングプレート上の最小撮影範囲
ワーキングプレート外の最大撮影範囲
小さな被写体(42x33mm)の被写界深度
大きな被写体(360x270mm)の被写体深度
カメラの回転角度
光源

1920 x 1080 (=2,073,600)
2,073,600
62,208,000
良好（sRGB色精度）
1080p HD (1920 x 1080)
UXGA / SXGA+ /SXGA / SXGA- / XGA /SVGA (4:3 および5：4)
1080p HD / 720p HD / WXGA /WUXGA (16:9 および 16:10)
980本
自動/手動(オンスクリーンメニュー）
自動/手動
有（継続的な高速オートフォーカス） / 有
有
USB ,LAN ,USBスティック
28倍ズーム（光学14倍+デジタル2倍）、任意スピードハンドル
120mm(テレ）、300mm(ワイド）
長さ：300mm
幅：400mm
29x 16mm (光学ズーム）、 15x8mm (デジタルズーム）
無限
7mm
200mm
２２０°(講演者側１２０°＋聴衆側１００°）
メンテナンスフリー高輝度LEDライトシステム（明るく、低消費電力）、
ランプ寿命 ３０,０００時間
同梱（32ビット、64ビットWindows およびMacintosh用、Twain/WIA互換)

コネクティビティソフトウエア
(静止画、動画取り込、ファームウエアアップデート、
制御用USB/LANソフトウエア）
ワーキングプレート上の無反射範囲
ワーキングプレート外の撮影
自動イメージフリップ
インテリジェントな折り畳み収納
ユーザー設定プリセット
透過原稿用特殊表面加工ワーキングプレート
外部コンピュータ入力
WolfVision イメージプロセッシングエンジン
内蔵イメージメモリ
特殊表示機能
HDMI出力/DVI出力
RGB出力
USBポート
イーサネット/LANポート
LAN web インターフェース
コントロール機能強化
外形寸法（長さx幅x高さ）
折畳じ時寸法（長さｘ幅ｘ高さ）
重量
盗難防止装置
電圧、消費電力
電源
動作温度/相対湿度
生産国
保証期間

ワーキングプレート全体
可 （ビジュアライザーの前方、後方の撮影）
有 （ビジュアライザーの前方撮影用）
空圧式アーム、２ステップセットアップ
1
有
有 HDMI
YSOP1
1画像静止
ネガ反転/ネガブルー反転/白黒反転
HDMI / DVI-D (HDMI-DVIアダプター使用時）
15ピン D-Sub
USB2.0, ホストおよびクライアント
有、IPアドレス設定可、10/100Mbps、PoE+(IEEE802.3atTM-2009class4)
有 (Web上でコントロール可能）
有､LAN,USB経由でのプロフェッショナルプロトコル
408 x 312 x 561 (mm)
408 x 312 x 137 (mm)
5㎏
有、T-ロック（Kensinton Lock®）およびテーブル固定金具
12VDCまたはPoE+(IEEE802.3 世界標準）
フル稼働 16W, スタンバイモード0.5W-6.6W(調整可）
マルチ電圧 100-240V, ポータブル製品共通外付け電源アダプター
0℃‐40℃ / 40－85%相対( 非結露状態 )
オーストリア
3年
*技術仕様については予告なく変更になる場合があります。
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コード（ショートキー）
本体およびカメラヘッド
ワンプッシュホワイトバランス：
ワンプッシュホワイトバランス機能を作動させるには、LIGHTキー(#3)を２秒間押してください。
オンスクリーンメニューの起動：
カメラヘッドにあるMENUキー(#24)(EXTERNキー）を２秒間押すとオンスクリーンが表示され
ます。メニューの移動には、FOCUSキー(#22)を使用し、項目の選択にはPRESETキー(#20) と
FREEZEキー(#21)を使用します。
ヘルプ機能を使用するには、HELP/?キー(#23) を押してください。
選択された項目のリセット：
HELP/?キー(#23)を２秒間押すことにより選択された項目はリセットされます。
PRESET 1 へ保存：

カメラヘッドのPRESETキー(#20)を２秒間押してください。

PRESET 1の呼び出し：

カメラヘッドのPRESETキー(#20)を素早く押してください。

XGAへ出力解像度の切り替え：
FOCUSキー(#45)2つを同時にを4秒間押すことにより、XGA（60Hz)へ出力解像度が切り替わり
ます。
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◆ 便利メモ（お買い上げ時にご記入下さい）◆
品 番

お買い上げ
年 月 日
お買い上げ
の販売店名

製造番号

TEL

（

）

FAX

（

）

※ 弊社製品保証につきまして
－ 弊社では、製品の製造番号にて保証期間を管理しておりますため、
製品保証書を発行致しておりません。
－ 保証期間は、製品出荷日より5年間有効です。
－ お問い合わせの際には、必ずモデル名と製造番号をお知らせ下さい。

連絡先:
日本国内:
株式会社ヴォルフビジョン
〒169-0075

東京都新宿区高田馬場1-30-15 VORT高田馬場I 9F

Tel. 03-6233-9465, Fax: 03-3360-3236, E-mail:wolfvision.japan@wolfvision.com
URL: www.wolfvision.com/japanese/

製造元 / 本社:
WolfVision GmbH, Vlbg. Oberes Ried 14, A-6833 Klaus / AUSTRIA,
Tel. ++43-5523-52250, Fax. ++43-5523-52249, E-Mail: wolfvision@wolfvision.com
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